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医療実務研究学会で挨拶する村上佳子代表

（瓜生 千鶴）

はじめに

　今回の「イキイキ現場リポート」
では、恵寿総合病院の「医療秘書」
の働きを話題のひとつに取り上げ
ています。優秀な医療秘書がいれ
ば、医師や看護師は本来の業務に専
念でき、医療の質が上がっていく好
例です。
　医療事務は、経営を直接左右する
存在ではありません。けれど、事務
部門が賢く優秀であれば、コスト
カットが実現し、算定漏れが少なく
なり、院内連携、院外連携が活性化
します。医療事務は、組織を支える
基盤なのです。どのような事務部
門を抱えるか。これによって、5年
後10年後は全く違ったものになり
ます。
　積極的な医療機関は、そのことが
よくわかっています。ですから、優
秀な医療事務を獲得するために、あ
るいは、医療事務を優秀な人財に育
成するために、あらゆる手立てをと
るのです。

事務部門を経営に活かすという視点

　優秀な医療事務とは、医師の指示
のもと作業するだけの医療事務で
はなく、さらに良いサービスの為に
提案でき、行動する人です。医師や
看護師の前に縮こまらず、アサー
ティブに意見することも仕事です。
しかしそのためには、自信と誇りが
必要で、これは、学ぶことでしか得
られません。医療事務からの意見
に対し、たとえ医師の顔が曇っても、
「他院ではこうです」、「制度はこの

ように変わりました」、「算定する
ためにも、患者のために、他部門と
連携してください」と言い切れる
知識が必要なのです。
　また、医療技術は日進月歩。医療
事務は、その医療行為を点数化して
いく職種です。医療の進化、診療報
酬制度の変化についていかなけれ
ばなりません。質の高い医療事務
を育成しようと思えば、やはり学び
がポイントになるのです。そこで
お勧めしたいのが、一般社団法人 
医療実務研究会です。
　この研究会は、「医療事務から事
務管理職まで、幅広く人材育成を図
り、経営に活かす」を理念とした医
療機関や介護機関に勤務する医療
事務職員のための学び合いの場所
です。それぞれの学びを経営に活か
すことが目的のため、あえて個人と
しての参加は認められていません。

純粋な理念が次第に浸透

　一般社団法人 医療実務研究会の
設立は1999年。M＆Cのパートナー
コンサルタントでもある、村上佳子氏
と立花雅男氏による小さな勉強会
がはじまりです。実務の中から起
こる疑問や不安をもちより、ともに
学び合いました。そこから生まれ
るシナジー効果は絶大で、相談する
ことであっさりと解決することも
あったそうです。
　情報交換は、互いを高めるだけで
なく、所属組織の経営効率に貢献し
ました。病院の経営が良くなれば、
地域医療も充実します。小規模の

集まりでしたが、手ごた
えは十分。そのうち、賛
同する医療機関が次々
と現れたといいます。
営利目的ではない純粋
な勉強会という趣旨も
良かったのでしょう。
現在は、九州を中心に
87の医療機関が参加するまでに成
長しています。
　同研究会では、定期勉強会や各種
養成講座も活発で海外研修も行っ
ています。広報業務の事例報告、診
療報酬や施設基準など実務におい
て生じた課題を共有して解決でき
る仕組みもあります。
　10月には、大分県で「第6回医療
実務研究学会2018」も開催しまし
た。会員が所属する病院からの発
表に加え、特別企画として就活対談
も行われました。会員医療機関と
医療系専門学校生及び専門学校の
先生による交流も活発で、会員・非
会員・4専門学校生徒及び先生等
234名が参加する盛会ぶりでした。

プロ医療事務を育成する場

　医療環境が厳しさを増していま
す。医療事務の種類も、請求事務、
医療秘書、医療クラークなど名称も
様々です。いずれの職種も、制度そ
のものをよく理解し、部門と部門と
を調整する役割まで求められてい
ます。参謀的事務長を雇用する
ケースも増えてきました。
　AI時代のはじまりを前に、求めら
れる医療事務の姿も変わってきま

した。コミュニケーション能力、問
題解決能力を兼ね備えた事務職は、
組織の宝となる時代なのです。
　一般社団法人 医療実務研究会に
所属する人たちは、地域や世代を超
えて刺激しあい、高めあっています。
それぞれが「地域医療を良くする！」、
「事務の力で経営を向上させる！」
という気概に満ちているため、迷い
や悩みを抱えている若い人がいれ
ば、勤務先は違っていても、経験あ
るベテランが助言をすることもあ
るそうです。他院の事務職に刺激
を受けることで、自分の枠を広げ、
成長していく人も多いとか。年会
費は72,000円（1カ月6,000円）。
入会金はありません。経営上の
キーマンを育成したいという方は
ホームページ（http://www.ijitsuken.com/）
をのぞいてみてください。
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